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福 祉

社会福祉法人  君津市社会福祉協議会広報紙

ー「誰もが住みやすい福祉のまちづくり」をめざしてー

マスコット

キャラクター

ほのぴー

　平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災後、被

災地から避難し君津市で生活している人たちへの支援を

行うことを目的に誕生した「ネットワークきみつ」（平

尾一晴代表）。市教職員住宅の１室に「避難者支援セン

ター」を開設し、毎日ボランティアが常駐して物資の支

援や情報提供などを行ってきました。

　現在は、月３回ほどカルチャー講習会を行い、避難生

活をしている人たちの交流の場として、参加者の楽しい

会話がこだまします。参加者からは「こうして楽しく笑っ

て話をしていると、何十年も前からの知り合いのよう」

と、支援センターでの活動を通じて深いつながりがうま

れ、親しい仲になったことがうかがえます。

　君津市への避難者は平成 26 年１月末で 56 名。いま

だに多くの方が、生まれ育った故郷のことを思いなが

ら、避難生活を送っています。

　代表の平尾さんは「カルチャー講習会のほか、昼食会

も定期的に開催し、交流の機会を増やしていきたい。」

と、今後の活動について話してくれました。心と心のふ

れあいの場として、避難者支援センターのあたたかい取

り組みが続いていくことが期待されます。

２０１４.２.２０ 第１７４号

～東日本大震災からまもなく３年～

▲避難者支援センターで定期的に開かれるカルチャース
クール。「エコクラフト」を参加者に教えている志賀さ
ん（写真左）も福島県からの避難者のひとりです。

被災地支援ボランティアからの声
　震災からの約３年間で 187 人の方が、君津市ボランティアセンターに登録して、東北などの

被災地でボランティア活動を行いました。ボランティアセンターに寄せられた感想を、一部抜

粋して紹介します。

「避難者支援センター」の取り組みの現在「避難者支援センター」の取り組みの現在

・ ボランティアの人の士気が

　高く、 そのような人と知り合

　い一緒に活動できたことは

　とても良かった。

・参加してみなければわか

　らないことがたくさんあ

　ると感じた。参加できて

　よかった。

・ 仮設住宅の集会所で演奏

　会を行った。 音楽を聞くと

　勇気がもらえると言ってくれ

　た方もいて嬉しかった。

・ 復興を誓う被災地の皆さん

　の精神力に、 こちらが元気

　をもらった。

・ ボランティア活動をしている

　多くの若い人たちに出会い、

　明るく元気な姿に感動した。



②

情報伝言板情報伝言板

　君津市社会福祉協議会では、ホームヘルパー

として働く職員（非常勤）を募集しています。

資　格　　

　　・介護福祉士または訪問介護員

　　　２級以上　　　

　　・君津市内および君津市近郊に

　　　在住の方

　　・自家用車で移動可能な方

勤務地　君津市内

応　募　履歴書に写真を貼付し、資格を証明で

　　　　きる登録証等のコピーを持参ください。

※詳細については下記へお問い合わせください。

問 君津市社会福祉協議会　☎ 57-2250

　君津市社会福祉協議会では、視覚障害などで広報紙を読むことが困難な方々への情報提供を目的と

して、君津市ボランティアセンター登録グループの朗読の会「さざなみ」の協力により、本会広報紙「福

祉きみつ」を音訳（文字や写真などの情報を音声化）

し、ＣＤやカセットテープに録音して、希望者にお

届けしています。

　対象は、君津市在住の方で、送料などはかかりま

せん。

　昨年秋に社会福祉協議会が開催した「音訳ボラン

ティア養成講座」の受講者も、朗読の会「さざなみ」

に加わり、より聞きやすい情報提供に向けて取り組

んでいます。

　声のお便りを送付希望の方はご連絡ください。

（君津市の広報紙「広報きみつ」もお送りしています）

申 問 君津市社会福祉協議会　☎ 57-2250

　障害のある人もない人も、多くの人々とみんなで

楽しくコンサートを行い、音楽活動をとおして交流

を深め、地域の人々を元気にすることを目的に開催

します。開催に向け、音楽療法士や民謡音楽関係者、

画家、医療福祉関係者など 20 名以上が実行委員と

して参加し、取り組んでいます。

　多くの方のご来場をお待ちしています。

日　時　　平成 26 年３月１日（土）14 時～ 16 時

　　　　　（開場：13 時 30 分）　

会　場　　君津市民文化ホール中ホール

参加費　　中学生以上 1,000 円、

　　　　　障害児者・小学生 500 円

　　　　　　（未就学児は無料）

主　催　　ワイワイコンサート実行委員会

問  笠嶋　☎ 090-7635-7957

声 の お 便 り （視覚障害者への情報提供）

 社会福祉協議会 をご利用ください！ 

第５回
　あなたとわたしの

　　　　　ワイワイコンサート

  訪問介護職員
（ホームヘルパー）募集！

▲パソコンによる音訳CDの編集作業の様子



▲手づくりのぬくもりを届けます

１１０Ｎｏ.

ボランティアに関する相談、『ボランティアひろば』についての問い合わせは下記まで

君津市久保３－１－１　君津市保健福祉センターふれあい館３階
☎０４３９ー５５ー０２９４　　　０４３９ー５５ー００９９
　volunteer@kimitsu-shakyo.or.jp

君津市ボランティアセンター
開設時間　９：００～１７：００

③

　ボランティアグループの『昭和会』では被災地に手
編みの手袋やネックウォーマー、レッグウォーマーな
どを送る活動をしています。
　この活動は平成 23年から始められ、今までに 4　
回にわたり品物を被災地へ送りました。
　品物を受け取られた多くの方からお礼の手紙が届き
ましたので、その一部を紹介します。

　小さな子どもからお年寄りまで、誰もが活動できる

「収集ボランティア活動」。

　君津市ボランティアセンターでは下記の収集を

行っています。

　使用済み切手　　プルタブ　　使用済みカード

　買取り業者に売却され、本会貸出用車いすの購入やボ

ランティア活動推進に関する備品購入に活用されます。

　書き損じハガキ ( 未使用ハガキ )

　ボランティア情報を発信するために活用されます。

　収集場所　　君津市ボランティアセンターへお持ちく

　　　　　　　ださい

被災地へ「熱い思い」を届ける　ボランティアグループ   −昭和会−

日　時　平成 26 年 3 月 9 日（日）

　　　　13 時 30 分から

会　場　君津市生涯学習交流センター 2 階

　　　　多目的ホール（久保 2-13-2）

朗　読　アンディアーモとその仲間たち

       　　 ・詩の黙礼（和合亮一）

      　　  ・心をつなぐニュース（池上 彰）ほか

演　奏　ピアノ・フルート

入場料　無料（申込不要）

主　催　朗読会アンディアーモ

問 君津市ボランティアセンター

収集ボランティア活動に

ご協力ください！

▲パソコンによる音訳CDの編集作業の様子

　第4回　朗読コンサート

3・11メモリアル2014

　　『私たちは忘れません！』

『昭和会』の皆さんは、今も被災者の支援を続けています。

　ダンボールに詰められた作品を手に取り涙がこみ

上げ、 言葉にならないほど感動いたしました。

　どの作品にも作者の熱い思いが込められていること

を強く感じました。

　本当に本当にありがとうございました。  （ Ｋ・Ｏ様）

　
　冬のふぐみ（ ※ レッグウォーマーのこと）、 90 歳

になった私には、 うれしいものでした。 ありがとうござ

います。（ Ｔ ・ Ｋ様）

　震災で主人を亡くしてから編物をする気持ちになれ

ずにおりましたが、 皆様から頂戴した手編みの品々を

見たら、 今年の冬には一枚でも何か編みたいと思う

ようになりました。    （ Ｍ ・ Ｎ様）



〒２９９ー１１５２　君津市久保３丁目１番１号
君津市保健福祉センターふれあい館３階（君津警察署前）
☎０４３９ー５７ー２２５０　　　０４３９ー５４ー２９４１
　mail@kimitsu-shakyo.or.jp

紙面についての問いあわせ

社会福祉
法　　人君津市社会福祉協議会

この広報紙は再生紙を使用し、一部共同募金の配分金によって発行されています。

http://www.kimitsu-shakyo.or.jp/

活動紹介 −太巻き寿司ボランティア
　　　　　　　　　わかば−

　「わかば」は平成 14 年度の健康と福祉のふれあいまつりで、「みんなで長い太巻き寿司を巻いてみよう！」とい

う企画に集まった仲間が、その後に「もっと上手になりたい」ということで発足しました。

　月１回八重原公民館で練習をしながら、社会福祉施設や家庭教育学級等での体

験教室をとおし、大人から子どもまで多くの参加者と楽しみながら、太巻き寿司

を巻いてきました。八重原公民館 10 周年記念の祝膳に出した太巻き寿司では、

多くの皆様から感嘆の声をいただき、記念事業に協力できた感動と喜びを感じま

した。活動をしているうちに私たちの腕、指さばきも少しずつ上がったように思

います。

　これからは年に３回ほど体験教室を開催する予定ですので、ぜひ皆様の参加を

お待ちしています。        　　   問 君津市ボランティアセンター☎ 55-0294

　僕が通っている中小学校では、「元気いっぱい明るい挨拶中小学校」を

合い言葉に、明るい挨拶があふれる学校を目指しています。その目的を

達成するために、計画委員の僕たちは、毎朝校門に立ち、『あいさつ運動』

を行っています。暑い日や寒い日など大変な時もありますが、登校して

くる友だちだけでなく、地域の皆様とも挨拶ができるようになりました。

気持ちのよい挨拶をもっと習慣化することができるように、これからも

頑張ります。

　もうひとつ、今年から『思いやりＢＯＸ』という取り組みを始めました。

各クラスに箱を置き、思いやりのある行動や優しい行動があった時に紙

に書いて箱に入れ、週末にみんなで讃えあうという取り組みです。この

取り組みを通して友だちを思いやる行動を増やしていきたいと思ってい

ます。

　これら以外にも、『ペットボトルキャップ集め』や『募金活動』などにも、

引き続き取り組んでいきます。

君津市立

中
な か

小学校

わたしたちの
学校を
紹介します

６年　計画委員長

　前
ま え だ

田　朝
あ さ ひ

陽

巻いてみよう！太巻き寿司

④

 おしえて福祉の

◆第 173 号解答◆ Q. 社協で無料貸出している福祉用具は？
　　　　　　　　  A. ②車イス
当選者　池村はるみさん　水野美幸さん　矢口智美さん　　
　　　　吉田純一さん　　渡辺政子さん

善意ありがとうございます
平成 25 年 12 月１日～平成 26 年 1 月 31 日

〈社会福祉協議会一般寄付〉　　　　　　（順不同）
寺本實様、永島幸子様、藤本全道様、すずめ同好会様、

君津市管工事業協同組合様、君津商工会議所女性会

君津地区様、匿名２件

ほのぴーの首は何の葉っぱ？

　君津市社会福祉協議会マスコットキャラクター

「ほのぴー」の首の周りには、ある木の葉っぱが

ついていますが、「何の木」の葉っぱでしょうか？

ヒント：君津市の木として制定されています。
◆応募方法◆
　住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、クイズ
の答え、福祉きみつを読んだ感想を明記し社会福祉
協議会へお送りください。正解者の中から抽選で５名
の方にクオカードをプレゼントします。当選者の氏名
は次号で発表します（応募締切＝ 3 月 14 日）

　在宅における要介護者や障害児者の介護が

一時的に困難になったとき、または家族の精

神的・身体的な負担の軽減等を図るために、

特別養護老人ホーム等の社会福祉施設に短期

間入所して日常生活全般の介護や養育等を受

けるサービスのことです。

「ショートステイ」

「ほのぴー」

▲むずかしい太巻き寿司づくりに挑戦！


